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目指す生徒像 :

目指す学校像 :

本年度重点目標

Ｂ

・昨年度に引き続き、ＳＳ科説明会（ＳＳ科主催）とオープンスクール（広報プロジェクト主催）の2本立てで開催された。『学校案内』と案内チラシも作成さ
れて、より効果的な案内ができている。今年度も授業や部活動の見学の他に昼食を準備したりPTAの協力も加わり充実した。結果３２０名の参加者を得
た。

・ＳＳ科説明会とオープンスクールの2本立ては、今後も継続していくのがいいと思われる。
・課題はオープンスクールの内容。学校の魅力をいかに中学生に訴えかける事ができるか検討していく。
・見学がスムーズに行えるように、グループ分けの人数・コースに工夫が必要である。

・普通科、スポーツサイエンス科それぞれでオープンスクールを開催し、多数
の参加者が集まった。「行きたい、行かせたい学校」につながるよう、魅力ある
内容の工夫、検討を進めていいきたい。

Ａ

・ＰＴＡ活動は活発に行われている。役員会・評議員会への参加者も多く、本校の教育活動に協力的である。　学校行事にも会長等の呼びかけにより好
意的に活動していただけた。
 ・PTAと生徒会の交流も行えた。

・役員会には、多くの方の出席があり、活動は変わらず盛んである。今後も各部が無理なく活動していけるように、バランスよい部員構成が望まれる。
・各クラスの評議員選出方法の工夫。
・ＰＴＡ行事の内容をより充実したものにしていく。
・生徒、教師、保護者がよりよい方向を検討し魅力ある学校づくりを進めたい。

・本校教育活動に対して理解のある保護者が多く、ＰＴＡ役員を精査し、スピー
ド感のある活動を心がける。

Ａ ・関係4団体の事務局活動については、その実務を確実に行い、各団体とも円滑な運営ができた。撫子会の活動が活発になってきている。

・同窓会常任幹事会への参加者が減少傾向にある。同窓会総会への参加者も少ない。長寿会員だけではなく、他学年にも呼びかけるなど、参加者を
増やしていくような手立てを検討していく必要がある。
・4団体の連携について、工夫と検討を行う。

・各４団体の会長はじめ、三役の方々は熱心に活動いただくが、参加者を増や
す工夫や、組織の活性化を図るための方策に苦慮いただいている。生徒と合
同の取り組みを模索中である。

B
・定期考査五日間にすることで、生徒たちの考査や学習に対する意識や姿勢
に良い影響が出ている反面、時間の有効な使い方が全体的にできていない、
向上心を持ち高い目標を立て取り組むことを期待します。

B
・年間行事計画の見直しが、授業時間の確保につながり、学力向上に結びつ
いている。今後、進路結果に繋がるようより一層の取組をお願いしたい。

B
・長期休業中の学力補充指導や追認指導の基準を厳格にすることで生徒の
取り組む姿勢が前向きになっている。あらためて、生徒への指導を徹底できる
ようにしたい。

B ・学校朝会や各集会、さらには登校指導における継続的な指導の結果、頭を下げるだけの生徒が３学期には言葉を発するようになるなど、一定の成果
がみられている。引き続き挨拶の大切さを伝えることで、生徒自ら当たり前のようにできるよう粘り強く指導する。

・登校指導や各集会等あらゆる場面で引き続き挨拶の大切さを伝え、儀式的ではなく生徒自ら当たり前のようにできるよう粘り強く指導する。

・人より先に挨拶することを心がけ実践している生徒が多いが、挨拶がただの
儀式でなく、心からできる生徒を育てたい。

B
・今年度より学期始めに学年ごとの頭髪点検を実施した結果、指導を要する生徒も少なくなっている。今後も出来るだけ多くの教員の目で公平に指導
し、学年間やクラス間で指導のばらつきのないようにする。
・生徒手帳の生徒心得の内容を実態にそくしたものに整理するとともに生徒に周知徹底する。

・学期に１回の頭髪・服装点検を実施することで、出来るだけ多くの教員の目で公平に指導し学年間やクラス間で指導のばらつきのないようにする。
・生徒手帳の生徒心得の内容を実態に即したものに整理するとともに生徒に周知徹底する。

・生徒指導のマニュアルや規定を見直し、全職員で共通理解を図ることで、生
徒への丁寧な指導につなげたい。

B ・おおむね出来ているが、すべての生徒に徹底されているというところまでは到達していない。ＳＨＲで教室の点検を毎日行うとともに集会等を利用し
て、よりよい集団を築くための個人のしなければならないことを引き続き粘り強く伝えていく必要がある。

・ＳＨＲで教室の点検を毎日行うとともに集会等を利用して、よりよい集団を築くために個人が心掛けなければならないことを引き続き粘り強く伝えてい
く。

・さりげなく、校内に落ちているゴミを自主的に拾うことができる生徒を育てた
い。

B
・学年主任を中心に担任・副担任の先生が主体的にクラスを運営するとともに生徒・保護者と連携を密にした結果、いじめ事象の的確な把握につなが
り、重大ないじめ事象は発生しなかった。
・いじめの未然防止・早期発見・早期対応のため年３回のいじめアンケートの実施とアンケートに頼らない積極的ないじめの認知。

・いじめの未然防止・早期発見・早期対応のため年３回のいじめアンケートの実施とアンケートに頼らない担任・副担任を中心にした積極的ないじめの
認知。

・朝のSHRで、担任に講話などをする時間的ゆとりを持ってもらうことで、他人
への思いやりを生徒に醸成する。

B
・学期始めの４月と９月にクラス全員の生徒に対して個人面談を実施した結果、様々な情報が、各学年会議を経て相談係に伝えられて一覧表に反映さ
れ、職員会議で全職員に伝えられた。

・来年度も引き続き個人面談を実施し、生徒情報をきちんと把握したい。把握した情報の内容により、早期に対応する必要のあるものについて、適切に
対応できるようにしたい。

・４月以降の生徒の成長度を把握し、２学期以降の個人懇談は授業及び行事
などで確保できないのが現状であるが、学年主任、担任、副担任の連絡を密
にして生徒の情報を確実にしていきたい。

B ・スクール・カウンセリング・カウンセラーの来校制度が周知、浸透し、生徒の中には教職員以外の人に悩みを打ち明ける事で学校生活に前向きに取り
組めるようになった者がいた。

・制度の最終年度ではあるが引き続き、何らかの形でカウンセラー来校制度を継続する働きかけをした結果、来年度から各高等学校、１校、１名の配置
予定が決定した。

・教育相談同様、心のケアを必要とする生徒が急増している。さらに充実した
環境を整えるために、いじめアンケートの結果や生徒の日々の行動、保護者
との連絡を丁寧に進めることに努めていきたい

B ・教育相談委員会を行事予定表に組み入れて定期開催することで、要配慮あるいは要支援生徒の認定や現状報告、対応等を話し合い、職員会議に諮
るという一連の流れが確立してきた。

・教育相談委員会を定期開催していく中で、形骸化することなく有益な話し合いとするために、日常から各方面と密に情報交換しておく必要がある。（来
年度から月行事予定に載せ月１回の定期開催を予定）

B ・生徒の情報を一覧表にまとめ、教職員がいつでも閲覧できるように職員室に置いた。３年間分を書きためていく形にしているため、各生徒の変化がつ
かみやすいと思われる。また、日常的に教職員どうしで生徒の様子を伝え合うことがより活発に行われるようになった。

・中学校訪問について、人権教育部と協力してできる限りすべての中学校をカバーできるようにする。
状況が重大になる前に、本人や保護者からの相談を受ける体制をつくりたい。

B

・本年度から、いじめアンケート調査については生徒指導部に移行したが、いじめのないクラス作りのためのホームルームは継続して行った。放送によ
るアピールはできなかったが、10月の人権学習の日の取り組みで夏休みに生徒達に書いてもらった人権作文の中から、優秀な人権作文を生徒自ら朗
読発表を行い少しでもいじめのないクラス作りに役立てた。

・生徒達は夏期休業中、人権作文を書くのに大変苦労しているようである。人権に関することを考えられるよう、人権のニュース、社会問題を生徒たち
に提供しているが、更に充実させて、生徒たちに人権意識を高めていく必要がある。

・来年度も、本年度同様に学年の最初にはなかま作りのHRを行う予定であ
る。また、人権作文の発表会にはいじめに関してよく考えられている作文を朗
読し、生徒たちへの啓発を行いたい。

A

・高齢者擬似体験に関しては実施予定日に警報が出て、休校になり、高齢者擬似装置の返却の関係で、延期することができず、実施ができなかった。
これ以外は年間人権HRの計画通りほぼ実施できた。本年度初めて実施したLGBTのホームルームも職員研修、学年研修を経て実施し概ね生徒は理
解できたようである。チャング体験時に講師先生により楽器の演奏だけでなく、現在の日本の状況を簡潔に話して頂き、異文化理解が進んだ。

・高齢者擬似装置の貸し出し等に関しては、日程的な余裕を持って行う必要がある。人権HRに関しては概ね目標が達成されたと思われる。人権講演
会・文化鑑賞会については費用の点で、行える演目が限られているので毎年のことであるが、よく吟味する必要がある。

・本年度初めて実施したLGBTのHRを更に継続して行い、他の人権HRと同様
に自分自身の課題として取り組むことができるようにする。

A

・春休みに実施した中学訪問により、概ね新入生の状況が把握でき、教育相談をはじめ全職員で情報を共有でき生徒に対し、教育上の配慮・支援がで
き、高校生活をスムーズにスタートさせることができたと思われる。また、経済的に支援が必要な生徒には合格者説明会で奨学金の案内をし、入学式
終了後、保護者に対し手続き関する説明会を実施することができた。

・時間的な制限がある中で実施しているが、必要があれば、春期休業中以外にも実施し、生徒の実情把握に努めるようにする。奨学金に関しては保護
者が学校に来られる機会を利用して、案内・説明していく。

・昨年度と同様に生徒に対する適切な指導をするため、必要に応じて中学訪
問を行う。奨学金に関しては、保護者に案内および説明会を実施し、奨学金
制度を利用できるよにしたい。

B

･進路指導部による企業訪問により、企業と求人の情報を収集し、必要に応じて生徒に伝えた。　・夏休みを利用して応募前企業見学を実施、一人３事
業所の見学を目指した。　　・面接練習計画に基づく面接練習と管理職、運営委員を含む全職員での個人面接練習を実施した。　・キャリアカウンセラー
によるキャリアカウンセリングと面接・履歴書等の助言と指導を行った。

・早い時点（1年、2年を含め）での生徒への就職に対する意識付けと試験対策に自発的に取り組む姿勢を待たせる指導の工夫。
・就職希望者に対する講演会や説明会の機会を増やすことにより、キャリア教
育に対する意識づけを学年集会やHR活動の中で早期に行う。

B
・１年生を対象に職業に関する職業内容と職業選択に関するキャリアセミナーを実施した（５月）。　２年生対象に予備校より講師を招聘し、進学説明会
を実施した（１２月）。　・１，２年を対象に各種学校より講師を招き、学習会を実施した（２月）。　・進学関係資料の配布を適宜行った。

・会議を重ね、より体系的、系統的なキャリア教育を立案・実施し、改善を重ねる。
・基礎学力向上策を目指し、教務部と連携し、授業確保と進め、計画的に取り
組む。

B

・校内実力テストは年間３回（４月、１０月、１月）実施した。生徒の学力把握に活用できた。しかし、学力向上と学習指導の為の結果分析と指導法の改
善という点では大いに課題を残した。
・模擬試験は基本的には希望者を対象に年間８回（土曜日実施）実施した。進学希望者の実力判定と受験指導には役に立った。

・各模試、実力テストの分析と研修会の実施。
・データを元にした進路指導の実施と各担任への適切なアドバイスの実施。

・ベネッセ、予備校などから講師を招いての教員向けの勉強会を開催し、校内
実力テストや学力テストの活用時期と内容を教員が理解し活用方法・活用内
容について改善する必要がある。

B
　・１，２年生を対象に職業感、就労意識育成のための進路ミュージカルを実施。　・３年生就職希望者はジョブサマースクールに参加。　・県教育研究所
主催のインターンシップや看護体験、警察学校体験、各種見学会等に多数参加。

・各進路行事を通じて、参加の呼びかけを積極的に行うとともに、事後指導の時間を確保し勤労意欲を養う。
・事後指導の時間を確保し、PDCAサイクルを回し、生徒の意識改革に努めて
ほしい。試験や説明会が終われば、次の目標を立てさせることに取り組んで
ほしい。

B

・１年生を対象に職業内容と職業選択に関するキャリアセミナーを実施。　・全学年希望者に、自衛隊、消防、警察より講師を招き説明会を実施。・生徒
に対するアンケートで  「Ａ．進路に関する補習や個人指導が十分に行われている」の項目は７２．５％であった（１６年度は６８．６％、１５年度は６８．
２％）。目標の８０％以上には及ばなかった。

　・インターンシップ、各種職業体験、体験入校等への参加啓発を強化する。

・大学進学指導に対する説明会、講演会などの機会をより多く設け、大学に関
する情報をより多く提供して、大学進学を強く意識させるように指導を進める。

Ａ

・体育授業には積極的に取り組む生徒が多い一方、運動嫌いの生徒に関心を持たせ、楽しさを味あわせることが永遠の課題である。
・体力テスト、健康診断により生徒の実態を把握させ、教科指導と関連を持ちながら、部活動等をとおして体力の向上と健康の保持増進を
はかった。概ね成果があった。体力テストの結果、男女共Ａ判定の占める割合は、同じ集団で学年が上がるにつれて多くなっているが、
２・３年生の女子以外は、ほとんどの種目において全国平均を下回っている。

・教科指導、部活動指導と連携し、自らが体力向上の意義を理解し、生徒が主体的に積極的に活動できるように更に工夫する必要がある。
体力の向上と健康の保持増進をはかることが下の項目の競技力の向上にもつながる。

・生徒の実態把握に努め適切な運動処方につとめる。また、健康診断後
の医療受診率、治療率の向上につとめる。

Ｂ ・行事を通して基本的生活習慣の重要性を理解させ、集団行動の必要性を理解させ行動させた。 概ね成果があったが、残念な事もあった。 ・体育大会等行事において継続して指導すると共に、教職員全体で取り組みたい。
・集団生活での基本的生活習慣の重要性を理解させることにより、自己
の健康安全を向上させ、他者理解につながることを理解させる。

Ａ
・保健学習、保健指導をとおして健康、安全に関する知識、理解を深めた。また、齲歯保有者に対して治療受診の勧告等歯科保健指導を継
続して行った。献血では、セミナーの効果が良かったのか1４９名の希望者（122名の実施者）があった。 ・保健室（養護教諭）、家庭と連携をとり、保護者の協力を得て継続した指導が必要である。

・食にかかわり、家庭科との連携をはかり、食育の推進につとめる。
（食育委員会との連携）

Ｂ
・クラブ員集会等をとおして、クラブ員の意識の高揚を図り、顧問、教職員が研修を重ね、４クラブ３２名がインターハイに出場者するこ
とができたが、目標の６０名を大きく下回った。しかし、延べ７名の全国大会入賞者を輩出できた。

・部活動の活性化を図る為に入部率を上げ、もっと多くの生徒の入部を図りたい。
・来年度はインターハイ出場者５０人以上を目標にし、入賞者を増やしたい。そのためには顧問、教職員が更に研修を重ね、生徒理解につ
とめ、指導力を上げる必要がある。

・日常の活動と意識付けをより精度の高いものへと引き上げ、より多く
の全国大会出場者を出せるよう取組む。やや意識の低い生徒がいること
は否めず、今後も心の成長を含め更なる取組みを進めたい。

B
・大部分の生徒は真面目に清掃活動に取り組み、概ね満足のいく成果が得られたが、中には清掃活動に参加しない生徒や不十分にしかできない生徒
も見られた。彼らに対しどのように清掃活動の大切さを理解させ、参加させる様働きかけるかが課題である。

・清掃活動に参加しない生徒や不十分にしかできない生徒に対し、該当クラスにおいてはきめ細かくその生徒が参加しない理由を掴み、できない原因
を把握していただき、分担決定と担任・副担任による細やかな指導をお願いする。

・勤労や清掃活動の尊さを身につけさせたい。そのため清掃に取り組みやす
い雰囲気作りが大切である。

B
・生徒のゴミの分別がまだ不十分である。また、環境安全委員の種々の機器や周辺環境への理解が不十分であり、取り扱いが十分にできていない現
状である。

・生徒だけでゴミの分別ができること。そのために｛ゴミ分別チャート｝を環境安全委員会で作成し各自の分別能力を高める。
・環境安全委員の種々の機器や周辺環境への理解。その促進のために搬出前に使用法等をレクチャーする機会をもうける。 ・１年間を通じて、計画的な校内環境整備の企画、実施を進める。

A
・月1回実施する安全点検にて修理箇所を出来るだけ早期に把握し、修理を事務室・業務員に依頼する様に努めているが、早期の提出に協力いただけ
ない先生もおられる。そのために、全職員による点検表の早期提出を依頼する。

・月1回実施する安全点検にて修理箇所を把握すること。そのために、全職員による点検表の早期かつ完全な提出を依頼する。 ・安全な学習環境の整備をはかり、事務室との連携を密にする。

Ａ

・先生方や教科と連携し要請された書籍、資料を県内の図書館や他校との相互貸借を利用し提供した。
・図書費の増額により、生徒の興味関心に応じた書籍を購入したことで、図書の貸出冊数が大幅に増加した昨年を更に上回った。
・設定したテーマに基づく展示を行うなど、良書にも生徒が興味を持つよう工夫した。

・積極的に教科に働きかけ、先生方と連携することで、生徒の主体的な学習を促す資料を準備するよう努める。
・図書費を確保することで、定期的に蔵書を購入することで、社会の変化に対応する。

・教科、他分掌との連携をはかり、生徒の学習意欲の向上を進めるための具
体的体制や図書の購入への環境づくりにつとめる。

Ｂ

・国語科や学年に協力していただき、新春校内カルタ大会を実施しすることができた。
・文化祭で発表した文化部は工夫を凝らし、精一杯のパフォーマンスをしていた。ＰＴＡだよりに、文化祭での取り組みや、美術部や書道部のコンクール
等での成果を取り上げていただいたことも、励みになったと思われる。

・カルタ大会をやりがいのあるものにするため、教科や学年との連携を更に深める。
・文化祭と同じように、各文化部のコンクールを全校生徒に広報し、注目され、励まされる機会とする。

・文化部の意欲的な活動と成果が顕著である。特に美術部においては、全国
コンクールで金賞を受賞。各部ともに更なる取組みを願う。

Ｂ

・「朝読週間」を月一回実施し、「朝読週間」の前週には図書委員の記事を中心とした「図書館だより」を発行し読書案内や朝読週間の予告をした。
・国語科の協力を得、生徒作成のポップを利用し、本の展示コーナーを設けた。
・今年度は読書コンクールで県2位に相当する、毎日新聞社賞を受賞した。

・「朝読週間」の際、本を忘れないよう、各学期の最初の時間に朝読のアピールとなるよう校内放送で朗読をする。
・これまでと同様に「図書館だより」を発行し、図書委員の記事を充実させていく。

・「朝の読書」を定期的に実施したことで、読書に対する興味関心を示した生徒
が多くなった。今後は、図書館利用回数や貸出本数を増やすための案内、取
り組みを工夫していきたい。

Ｂ

・新入生関係行事はすべて昨年同様実施することができた。
・表彰に関する活動は例年と変わらず実施することができたが、それ以外に部活動をアピールする活動は難しかった。
・本年度も４月・２月に部活動加入状況調べを実施し、部員数の正確な把握に努めた（加入率…４月67.2％、２月63.8％）。

・昨年度70％を超えた入部率だが再び60％台後半へ戻った。部の新設・廃部規定を整理した本年度であるが、有効に機能するには時間が必要であ
る。
・各部が積極的に勧誘活動をアピールできる環境を整えたい。

・生徒会指導部・体育部・文化部が一体となった入部率向上につとめる。ま
た、継続的な活動が行えるようサポートしていきたい。

Ａ
・地域清掃活動、挨拶運動、新入生歓迎会、文化祭、３送会の運営等を生徒会主導で行うことができた。
・生徒会新聞は予定通り発行することができた。
・地元幼稚園、小学校、警察署と連携して交通安全ティッシュの配布を行った。

・交通安全に関わる地元警察署との協力態勢を継続していきたい。
・生徒会新聞の発行回数を増やし、生徒会活動・部活動をアピールしていきたい。
・挨拶運動・奉仕活動を継続していきたい。

・地域との連携が固定化されている。新たな活動を開拓を目指す。

文化図書部

・図書館活動の活性化と適切な運営。
・各教科と連携し、学習活動に必要な書籍資料の収集整理を行うとともに、利用者のサポート体制を充実し、生徒の自主的な学
習を促進する環境づくりに努める。

生徒会指導部

・部活動の活性化に努める。
・新入生歓迎会、部紹介、部活動体験を実施することにより、新入生に対して部活動への参加を促す。
・表彰を始めとする校内広報活動を充実させることにより、在校生に向けた部活動アピールを充実させる。
・部員数調査を年に2回実施することにより、本校生の部活動加入状況を把握する（昨年度平均加入率７１．８%）。

Ｂ

・活発な生徒会活動を展開することにより、
　自律的で活気ある校風作りに寄与する。

・生徒会活動（生徒会総会、文化祭、３送会、対外活動、その他）を生徒主導で行わせることにより、自主自律の気風を高める。
・年度毎に独自の活動を考案・実践することにより、生徒会活動のいっそうの活性化を図る。
・生徒会新聞を発行することにより、在校生および保護者の学校に対する関心を高める。
・地元と連携した地域奉仕活動を年1回以上実施する。

Ｂ
・先人の創った芸術文化を尊重し、生徒自ら創
造する心の育成。

・文化的行事に参加することの意義を理解させ、積極的に取り組ませる。

・生徒の読書活動の推進。
・「朝の読書」週間を設定し、生徒の読書習慣の定着を図る。
・図書委員が読書活動推進の中核的存在として「図書室便り」を作成し、読書の楽しさや大切さを学校全体に発信する。
・さまざまな読書案内を発行し、読書に親しむためのイベントを企画する。

環境安全部

・身の回りの整理整頓と自主的な清掃活動。

・毎日の清掃活動をきちんと行い、身の回りの環境を整えさせる。

B
・生徒一人一人が、ゴミの分別・収集を徹底する。環境安全委員には、夏期並びに冬期の扇風機やストーブの使用法を徹底さ
せる。　　　　　委員会活動の活性化。

・施設・設備の充実、安全点検の実施。 ・修理箇所を把握するために、全職員による大掃除・安全点検を月１回実施する。

保健体育部

・体力の向上と健康の保持増進を図る。
・体力テスト、健康診断により生徒の実態を把握する。保健体育の授業をとおし、体つくり運動の実践や、各種の運動に親しみ、
積極的に体力の向上や健康の保持増進に努めさせる。

Ａ
・基本的生活習慣を身につけさせる。 ・基本的生活習慣の重要性を理解させるとともに、集団行動を重視し、積極的に規律のある行動を身につけさせる。

・健康、安全に関する知識、理解を深める。
・保健学習、保健指導をとおして健康、安全に関する知識、理解を深める。朝食の重要性や栄養指導等とおして食育の充実を
図る。

・全国大会への出場者を増やし、また入賞
　者も増やす。

・クラブ員集会等をとおして、クラブ員の意識の高揚を図る。クラブ顧問が実力校との交流、研修を重ね指導力を高める。
  平成２９年度のインターハイ出場者は５５名、平成３０年度は６０名を目標とする。

・教育上配慮の必要な生徒の実態の把握、支
援に努める。

・教育相談係の先生と連携するとともに、中学訪問を実施し、必要な生徒の実態、環境の把握に努め、状況に応じて教育上配
慮を行う。特に経済的支援が必要な生徒には奨学金等の案内を行う。

進路指導部

・就職希望者に対する十分な情報提供と受験
対策指導の充実。
・進学希望者に対する十分な情報提供と受験
対策指導の充実。
・生徒の学力測定と分析、学力補充の充実。
・キャリア教育の推進。

・就職希望者への企業情報の提供と応募前企業見学の充実や計画的で体系的な面接指導計画の策定。

・職業についての学習会等の実施。職業倫理や勤労意欲を育む進路行事の実施。

B

・進学希望者に対する、十分な資料提供、校内学校説明会、進路学習会や講演会の充実。

・生徒の学力の分析と補充について、定期的、計画的な実力テストと模試を実施。学力強化に向けて進路特別講座を実施。

・進路指導についての総合評価として、生徒に対するアンケートで  Ａ．進路に関する補習や個人指導が十分に行われているを
80％以上（70％）を目標とする。

・スクールカウンセリングカウンセラーの有効活用

・特別支援を要する生徒、学校不適応生徒等に対する支援体制の確立。
・教育相談委員会の開催を行事予定に組み込み、位置づけを明確にし、職員
間での情報交換を徹底し、全職員が一丸となって全ての生徒の指導にあたる
態勢を整えたい。。

・教職員の連携を密にし、情報を共有。

人権教育部

・よりよい人間関係作りに向けて取組む。
・アンケート調査等を通していじめの早期把握に努める。HR等でいじめのないなかまつくりに努める。１１月の人権HRでは放送
によるアピールを行う。

A
・在日外国人、障害者、ＬＧＢＴ差別等諸問題
　の理解を進める。

・月に一度ある人権ＨＲでそれぞれのテーマに沿ってHR展開を行い、自分自身の課題として取り組む。また1年生の３学期には
講師を招いてチャング体験を実施し朝鮮半島の文化の理解に努める。2年生では高齢者擬似体験を実施し高齢者理解に努め
る。

生徒指導部
（教育相談）

・礼儀正しく、けじめのある、溌刺とした
　生活態度を培う。

・挨拶の徹底と心のこもった挨拶の習慣化。

B

・制服の着こなしをはじめとする校則の遵守、時間厳守。

・身の回りの整理整頓と自主的な清掃活動。

・担任・副担任を中心とした適切なクラス運営。

・生徒一人ひとりに対応できる指導体制を構築
する。

・生徒個人懇談の実施。（４月・９月）

B

教　務　部

・基本的学習習慣の確立。 ・授業への確実な参加、授業の準備の点検、当然成すべき事柄を確実にやっているかの点検等で不備の部分は生徒に返す。

B・学力伸長度合いの向上。 ・テストや提出物等より学力を把握し、授業のレベル向上を図り、必要があれば個に応じた学習機会を提供する。

・学力不振者の絶無。 ・長期的視点を持ち、教科担当・担任・保護者等の連携を図る。

学校関係評価（結果・分析）及び改善方策
（評価小項目）

総　務　部

・学校の魅力を積極的に発信する。 ・関係部署と連携して、魅力あるオープンスクールを創っていく。

Ａ・保護者との連携を深める。 ・PTA活動への支援と協力を積極的に行い、PTA及び保護者との信頼関係を構築する。

・関係各団体との連携を深める。 ・関係団体（同窓会をはじめとした4団体）の定期的開催に努力し、その意見を学校運営に反映させていく。

評価項目
具体的目標

具体的方策・評価指標(昨年度の数値） 自己評価結果 成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等

○ボランティア活動の機会を設け、生徒が主体性、自主性をもって参加し、社会性や連帯性を学ばせる。

・進路希望の実現
○３年間の見通しをもったキャリア教育を行い、生徒一人一人が希望する進路の実現を目指す。

○組織的な進路保障のための特別講座や補充講座を行う。

・特色ある学校づくり

○部活動の教育的意義を啓発し、より多くの生徒が部活動に参加する環境づくりを推進する。

○スポーツサイエンス科設置校の特長を生かした取り組みを推進する。また、より魅力あるスポーツサイエンス科となるために、科の改編を検討する。

○本校が地域の一員として、地域との協働事業を推進する。

○ホームページの充実やマスコミを活用し、地域や県外への情報発信を充実させる。

教職員個々の専門性を十分生かした指導を行い、高い知性、健康で逞しい身体、豊かな情操の調和のとれた人間の育成に努めるとともに、地域社会に「夢と感動・元気」を発信することができる学校。

平成29年度の成果と課題 具体的な手立て

・本校で長年にわたり教育課題として取組んでいる「確かな学力」と「けじめある生活」を重点目標の核として、
自立した社会人の育成を目指し、ここの課題に取り組んだ。

・「確かな学力」では、進路保障のために必要な学力を身につけさせようと、生徒の実態に応じて取組み、就
職、進学ともに一定の成果はあったが、より計画的な取組みを推進することで、さらなる成果が期待できる。
補講については、部活動生徒が参加しやすい体制づくりが急務である。

・本校の特色である部活動への加入率を上げるために、生徒会を中心に取り組みを進めたが、依然課題とし
て残っている。

・地域とともにある学校づくりでは、地域の幼稚園や小学校、公民館、商工会、長寿会等様々な団体と多くの
交流事業や協働を行うことができた。学校も地域の一員としての自覚を持ち、「地域に生徒を育ててもらう」と
いう認識のもと今後も取り組みを進めていきたい。

・確かな学力の育成
○授業規律の徹底　：　授業規律の共通化と同一指導体制の確立を図る。　　○研究授業等により授業の質を向上させる。

○教師間の連携を密にした指導体制の確立　：　生徒一人一人の特性・進路等に応じた指導方法の工夫改善。　生徒の実態に即した授業・評価方法の検討。

・けじめある生活　～当たり前の事を当たり前に～

○校内外における挨拶の励行や正しい身だしなみ、10分前行動、５分前完了などの集団行動を身に付けさせる。

○規範意識の醸成し、社会や家庭、学校生活におけるルールを遵守できる生徒を育成する。

・生徒の学力の保障という観点を踏まえて、ひきつづき定期考査について「考査5日制」の実施を進めたい。
・年間計画において、学期末の成績処理・会議日程等に少しゆとりが持てるように来年度も計画したい。
・学力補充指導について、その位置づけ・あり方を明確にし、生徒に伝達を徹底し、生徒の学力の伸長に努めたい。新たなシステムの構築
を模索し、導入する。
・廊下番を含めて試験監督の割り当てについて、今ある規準を基により良い規準を模索し、定める。

平成３０年度　学校評価総括表
教　育　目　標 自立した社会人の育成　　～社会に役立つ仕事のできる　仲間とともに働くことができる　心身ともに鍛えられた生徒の育成～ 総合評価

運　営　方　針

未来に「夢と志」を持ち、その実現に向けて剛直な精神と勇気で挑む、活力と自信に満ちた生徒

B

伝統と新しい息吹を備え、「行きたい、行かせたい」と思えるような魅力ある学校

・本年度は、全学年全類型全学科考査5日制を実施した。成績不振科目数の推移を調査すると、その減少が顕著に見られた。また、2年文理型につい
ても欠点数が少なく抑えられている。年度が変わり、対象生徒の違いはあるものの一定の成果があると考える。考査期間が長くなることで学習時間の
確保がなされていると考える。
・年間時間割の作成、時間割の変更、行事黒板の記入など、教務部の日々の業務・集中業務については、滞りなく進められた。また、学期末の成績処
理期間にゆとりを持ったことでスムーズに学期末日程を進められたと考える。日々の業務を複数の部員で取り組むことで引継ぎがうまくできそうだ。
・追考査の合格率が低い。考査点の低さによる不合格ではなく、欠席や課題不十分による不合格が多い。また受講していないケースもある。学力補充
指導の新たなルールを含む新システム構築の必要性を感じると共に、生徒理解に努め、生徒の学習への意識を高める指導を教師が工夫する必要が
あると考える。


